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Dash Replenishment Service (DRS)
Enabling the Internet of [Useful] things



モノのインターネット(IoT:Internet of Things)

モノのインターネット（IoT）は、物理デバイス（コネクテッドデバイス、
スマートデバイスとも呼ばれる）、車両、建物、その他組込電子機器
、ソフトウェア、センサー、アクチュエーター、データを収集して交換する
為のネットワーク接続を提供します。



IoT  - あらゆるレベルでの変革を可能に

クリック、タップ、スワイプ

アプリ

モノリシックバックエンド

アルゴリズム

API呼び出し

ハードウェアの標準化

トーク、チャット、プッシュ、タッチ

スキル/ボット

動的実行関数

人工知能/機械学習

イベント

ハードウェアのHW抽象化

アプリケーションの枠組み IoT の枠組み



「優れた」モノのインターネット

「優れた」モノのインターネットを使用するためには5つのポイントがあります。

• 顧客から声を聴き、学ぶ企業

• 使うごとによくなるスマートな製品

• お客さまの信頼を守るセキュアなデバイス

• 毎日の活動がより簡単になる

• IoT到来前にはできなかったことを可能にする



新しいことを可能にする – モノとの相互作用：進化

店舗 パソコン スマートフォン ゼロクリックダイレクト



ダッシュ(Dash)  - 「役立つ」モノのインターネットを始めましょう

「メモするのを忘れた」という時 「買い換えようと思っていた」という時 「やってしまった」という時 「必要だと思っていた」という時

“IoTの顧客への価値は、モノのインターネットではなく、モノの持つ情報である”
~ アノニマス



Dash Replenishment Service (DRS)

• 優れたデバイスには、情報の制御と細やかな監視機能、ネットワークへの接続性が組み込まれています。

• DRSはこれらのデバイスはさらに一歩進め、お客様はDRS対応製品がなくなっていたり、買いすぎることはありません。

• 様々な開発者にAmazonのリテールプラットフォームを使用可能にし、接続されたデバイスやサービスがお客様のために注文をできるようにします。



DRS – どのような仕組みか？

• スマート接続されたデバイス
（ゴミバッグの使用状況を確認する掃除機など）

• ステータスはクラウドで確認

• クラウド上でAmazonのオープンAPIを使用して注文を行い、
Amazonのリテールプラットフォームは、製品がなくなる事を知る前に
お客様にお届けします。



DRSを利用しているお客さま



まとめ

家には多くのコネクティッドデバイスがある – 「もし」ではなく「いつ」が気にすべき問題

お客様のフィードバックに耳を傾ける

実際に接続されたすべてのガジェットが本当に役立つわけではない

単なるガジェットではなく、「役立つ」モノのインターネットの力を活用する製品を創る



Thank you!
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Thinking About Voice with Alexa





VOICE WILL BE EVERYWHERE



ALEXAのご紹介



Alexaは どこででも、リクエストに対し数秒で理解し、処理し、すぐに返答します。

AMAZONが音声へ参入したことのインパクト

美しい音声と頭脳をもったAlexa, その可能性はあなたの想像力以上です。

Amazonは、Alexaをオープンな体験として維持し、音声による新たな体験が

普及するよう活動しています。

Alexaの未来の可能性として、相互交流でよりスマートになっていきます。





充実のコンテント作成: 

「ASK」 の機能によって

お客様とどうつながるか

ALEXA エコシステム
2つの強力なフレームワーク

ALEXA
音声サービス

多くの可能性を秘めた

コンテントの配信: 

AVS がどこへでも配信

クラウド上で展開される

自動会話認識（ASR）と

自然な言語学習（NLU）が

常に学習を繰り返す

ALEXA
SKILLS キット



ALEXAが持つスキル



ASKの全体像
Alexa の Skills Kit による展開と適切なレスポンスの返送

テキストメッセージの返信や
音声による返信

画像で応答する

Alexa がお客様の意思を
ご利用のサービスに伝達

リクエストの
処理

ユーザーがリクエスト
を行う

音声動画が
Alexa に送られる

Alexaは自然言語理解や
意図からスキルを探す

文字や画像で
お客様の意思を返す

Alexaはテキストを音声に変換
画像を作成



ボイス エクスペリエンスの構築



THE PLAN
高いレベルのフレームワークが
利用の開始を容易にします

複数の Alexa Team がお客様の

プロジェクトに最初から最後まで寄り

添います

ボイスエクスペリエンスのデザイン

1

戦略的かつ創造的な指示による設置

最も重要なアイテムは？

ユーザーの導線とスクリプトの開発

発声とレスポンスの準備

2

開発

スキルを活かす

初めてのスキルを投入

Amazon でのレビューを依頼

3テストと認証

アマゾンと開発者による

テスト及び補完による認証と実装

開始

終了



Alexa 開発者ポータルサイト

http://developer.amazon.com

AWS 開発者ポータルサイト

http://aws.amazon.com

Alexa チュートリアル

http://github.com/alexa



発声

発声はあなたのユーザーが声に出すであろうモノの一例にすぎない

“What is the weather outside?” – 外の天気は？

“How hot is it?” – どのくらい暑いの？

“How cold is it? – どのくらい寒いの？

“What is the temperature?” – 温度は何度？

“What’s it like?” – どんな感じ？



発声

天気情報の取得

発声はあなたのユーザーが声に出すであろうモノの一例にすぎない

“What is the weather outside?” – 外の天気は？

“How hot is it?” – どのくらい暑いの？

“How cold is it? – どのくらい寒いの？

“What is the temperature?” – 温度は何度？

“What’s it like?” – どんな感じ？



意思

意思とはあなたのユーザーが実際に起こす行動のこと



意思

意思とはあなたのユーザーが実際に起こす行動のこと

再生

一時停止

停止

早送り

巻戻し

スキップ

取出し

コード



コード

Alexa が何をいつ言うかを決定する場所





Thank you!
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A Day in the Life of a Bot
Amazon Robotics and AWS-Powered Innovation



















人とロボットが共に働く











フルフィルメントセン
ターを構築してみま
しょう



どの熊を取に行くべき
でしょうか？



どのロボットを動かす
べきでしょうか？



ロボットはどの経路を
たどるべきでしょうか？





とてつもないスケールを支えるロボット

1,000もの「人」

1,000もの「ロボット」

10,000もの「商品収納場所

（Pod）」

1,000,000もの「商品」



AWSが可能にしているとてつもないスケール

可能な状

況ならば、

まずクラウ

ドファースト

グローバルで最適化と計画立案

水平にスケーラブル

最小のフルフィルメントセンターのダウンタイム

必要に応

じ局所的

に計算

ロボットは機能的に安全







Thank you!


